
うち〇〇事業
当期経常増減額 -138,301

経常収益 3,684,648

97,112

3,123,759

3,822,949
3,639,745

うち人件費 1,322,710
183,204

うち人件費 113,841
当期経常外増減額 22,329

50,285
27,956

0
-115,972
9,765

2,176,356

当期増加額 5,995,841

100,897

当期減少額 6,020,278
2,151,919

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定 委託 スリーエス・ジャパン 39,960,000
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業 23,328,000
特定 その他物品 紀伊國屋書店 19,430,394
特定 その他物品 日本クレア 18,727,000
特定 委託 富士ゼロックス 9,953,928
特定 委託 WDB 9,043,399
特定 その他物品 日立キャピタル 8,571,216
特定 委託 WDB 6,175,000
特定 その他物品 エルゼビア・ビー・ブイ 6,131,635
特定 委託 ＰＵＣ 5,917,320
特定 委託 ビッツ 5,832,000
特定 委託 アドバンテック 5,612,026
特定 委託 三協ラボサービス 4,964,263
特定 委託 日本電技 4,946,400
特定 委託 アドバンテック 4,928,836
特定 委託 アヴァンティスタッフ 4,899,690

平成28年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔公益財団法人・一般財団法人・特例民法法人〕

１　事業（施設）名 公益財団法人　東京都医学総合研究所

２　事業（施設）概要

神経系及びその疾患等に関する研究、精神障害の本態、成因、予防及び治療等に関する研究
及び治療等に関する研究及びがん、感染症をはじめとする未解明の重要疾患の制御等に関す
る研究を総合的に行うことにより、医学の振興を図り、その研究成果を普及することにより都民

の医療と福祉の向上に寄与することを目的とする。

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

うち 都からの委託料

経常外収益
経常外費用

うち 都からの補助金等

経常費用
事業費

管理費

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

法人税等（再掲）
当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

資産（期末残高）
４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

No. 契約件名

1
前臨床試験用GMP製剤作製及び品質試験の準備について

2 床敷（パルソフト）の購入

5 複写サービスに関する契約（単価契約）

6 人材派遣（がん総合的高次研究2　検査）

7 走査電子顕微鏡外52点の賃借

3 洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利用

4 RI滅菌飼料外1点の購入

電子計算機による給与計算処理委託
11
12 人材派遣契約（感染制御プロジェクト　小原）

8 人材派遣契約（がん総合高次研究　芝崎）

9 洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利用

10
ツパイゲノムブラウザ構築委託

13 人材派遣（多屋　研究）
14 N棟4階SPF及び準SPF飼育室空調自動制御装置VAV・CAV廻り修繕

15 人材派遣契約（がん総合的高次研究　芝崎２）

16 人材派遣契約（心の健康）



４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

特定 その他物品 フクダニューロテック 4,876,416
特定 委託 日本医化器械製作所 4,752,000
特定 委託 清泉監査法人 3,780,000
特定 委託 ダイキン工業 3,672,000
特定 委託 ADACHI-ORESKI CONSULTING JOINT VENTURE 3,300,000
特定 委託 実験動物中央研究所 3,158,352
特定 委託 実験動物中央研究所 3,103,920
特定 その他物品 バイオリサーチセンター 3,024,000
特定 委託 川本工業 2,993,760
特定 委託 アヴァンティスタッフ 2,826,991
特定 委託 東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合 2,700,000
特定 委託 テンプスタッフ 2,533,275

特定 委託 荒巻・後藤法律事務所　弁護士　荒巻慶士
あさひ法律事務所　弁護士　畑井研吾 2,484,000

特定 その他物品 ＪＡ三井リース 2,423,256
特定 委託 中央エレベーター工業 2,410,560
特定 工事 東洋エンジニヤリング 2,408,400
特定 委託 久遠特許事務所 弁理士 奥山尚一 2,394,502
特定 その他物品 日通商事 2,293,272
特定 その他物品 三菱ＵＦＪリース 2,215,872
特定 その他物品 バイオリサーチセンター 2,187,000
特定 その他物品 日本GE 2,006,004
特定 その他物品 ユサコ 1,933,358
特定 委託 東京都がん検診センター 1,882,440
特定 委託 日本電子 1,782,000
特定 委託 こころとからだの元氣プラザ 1,769,040

特定 委託
レックスウェル法律事務所　弁護士　平井昭光 1,632,960

特定 委託
荒巻・後藤法律事務所　弁護士　荒巻慶士
あさひ法律事務所　弁護士　畑井研吾 1,620,000

特定 その他物品 進和テック 1,600,344
特定 委託 テンプスタッフ 1,565,163
特定 委託 オーイーシー 1,555,200
特定 その他物品 丸善雄松堂 1,549,765
特定 委託 特許業務法人志賀国際特許事務所 1,531,183
特定 委託 日本医化器械製作所 1,501,200
特定 委託 日本医化器械製作所 1,371,600
特定 委託 日本施設 1,344,600

特定 委託
荒巻・後藤法律事務所　弁護士　荒巻慶士
あさひ法律事務所　弁護士　畑井研吾 1,296,000

特定 委託 千代田テクノル 1,296,000
特定 その他物品 ネイチャー・ジャパン 1,256,460
特定 その他物品 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 1,240,920
特定 委託 阿部・井窪・片山法律事務所　弁理士　大森規雄 1,231,200
特定 委託 日立ハイテクフィールディング 1,190,160
特定 その他物品 菱化システム 1,188,000
特定 委託 日本電子 1,114,560
特定 委託 京セラ丸善システムインテグレーション 1,078,920
特定 その他物品 川原鳥獣貿易 1,069,200
特定 委託 薬研社 997,920
特定 委託 出塚会計事務所　会計士・税理士　出塚清治 982,800
特定 委託 みずほ総合研究所 977,832
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業 938,304
特定 その他物品 日本エスエルシー 933,130
特定 その他物品 菱化システム 922,120
特定 その他物品 ユサコ 842,400
特定 その他物品 日本エスエルシー 841,221
特定 委託 LSIメディエンス 810,000
特定 その他物品 日本エスエルシー 798,206
特定 委託 アメリエフ株式会社 793,800
特定 委託 エデュース 774,360
特定 その他物品 SAS Institute Japan 737,640
特定 委託 大崎コンピュータエンヂニアリング 734,400

17 デジタル脳波計アンプモジュール外2点の購入

18 遺伝子組換え拡散防止装置保守点検委託

22 動物の病原微生物感染症の検査委託
23 動物の病原微生物感染症の検査委託

25 給水システム上水給水ポンプ修繕
26 人材派遣(心の健康）

24 耳音響放射測定装置の購入

20 パッケージ形空気調和機点検委託
21 発明特許関連調査業務委託

19 外部監査委託

30 質量分析装置外4点の賃借
31 エレベーター保守委託
32 監視カメラ増設工事

27 イムノクロマト型遺伝子増幅装置実証版の制作業務委託

28 人材派遣(感染制御プロジェクト　小原）

29
弁護士業務の委任

38 洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利用

36 ソフトウエアの購入
37 マルチテクノロジーマイクロプレートリーダー外18点の賃借

39 平成２８年度消化器検診健診委託

33 PCT出願に基づく各国移行に係る事務委任契約

34 光学断層顕微鏡外7点の賃借
35 クリーンベンチ外14点の賃借

45 人材派遣（感染制御プロジェクト　小原）

46 出勤管理システムの改修委託

43

弁護士業務の委任
44 高性能フィルターの購入

40 電子顕微鏡（JEM-1400)の保守点検委託

42 弁護士の顧問委嘱

41 平成２８年度ＶＤＴ作業従事者検診委託

49 低温室保守点検委託
50 恒温恒湿室及び恒温室保守点検委託
51 排水処理設備修繕

47 洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利用

48 PCT出願に基づく各国移行に係る事務委任契約

54 論文別刷の購入
55 自動細胞解析分離システムの賃借
56 弁理士の顧問委嘱

53 放射線管理総合システム保守点検委託

52
法律顧問契約

60 図書システム保守委託
61 ニホンザルの購入
62 抗リン酸化ペプチド抗体作製委託

57 電子顕微鏡（H-7650）の保守点検委託
58 ソフトウェアの購入
59 透過型電子顕微鏡修理

66 実験動物の購入
67 Partek Genomics Suiteライセンス契約

63 税務顧問委嘱契約
64 「認知症の人の地域生活を支援するケアプログラム」改定提案委託

65 輸入動物（マウス）の購入

71 マウス・ウサギの購入
72 バイオインフォマティクス開発及びサポート委託

73 科学研究費補助金等管理ｼｽﾃﾑ｢科研費ﾌﾟﾛ」の保守委託

68 EndNoteサイトライセンスの購入
69 マウスの購入
70 ＤＮＡ分離検査委託（単価契約）

74 解析ソフト使用許諾契約
75 標準型攻撃メール対策訓練フォロー研修の実施



４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

特定 委託 ワイイーシソリューションズ 714,538
特定 委託 細田国際特許事務所 702,000
特定 その他物品 トキワ科学器械 691,200
特定 委託 ＮＴＴジーピー・エコ 651,029
特定 その他物品 芙蓉総合リース 649,668
特定 委託 ジグソー 648,000
特定 委託 SAS Institute Japan 630,720
特定 委託 弁理士　屋代順治郎 622,080
特定 その他物品 日本エスエルシー 606,550
特定 その他物品 日本エスエルシー 595,015
特定 その他物品 紀伊國屋書店 584,970
特定 その他物品 日本エスエルシー 556,623
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業 553,736
特定 委託 イナリサーチ 550,800
特定 委託 ユービーセキュア 540,000
特定 その他物品 日本エスエルシー 517,169
特定 その他物品 小原医科産業 514,080
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業 501,225
特定 その他物品 日通商事 492,996
特定 委託 ハムリー 483,840
特定 委託 日本アイソトープ協会 472,068
特定 委託 ＰＵＣ 461,700
特定 委託 三浦工業 442,800
特定 その他物品 日本クレア 424,440
特定 委託 税理士法人出塚会計事務所 421,200
特定 その他物品 日本クレア 413,770
特定 その他物品 日本アイソトープ協会 397,440
特定 その他物品 東京コロニー東京都葛飾福祉工場 393,336
特定 委託 ユービーセキュア 391,500
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業 390,911
特定 その他物品 ネットスプリング 381,348
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業 360,256
特定 その他物品 エルゼビア・ビー・ブイ 360,000
特定 その他物品 フェニックスバイオ 359,640
特定 委託 千代田テクノル 357,696
特定 その他物品 日本クレア 347,323
特定 その他物品 EPS益新 346,950
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業 338,688
特定 その他物品 東京センチュリーリース 338,544
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業 338,202
特定 その他物品 谷沢製作所 334,260
特定 その他物品 日本エスエルシー 330,872
特定 委託 オリエンタル酵母工業 324,000
特定 その他物品 海道新聞店 304,104
特定 その他物品 日本クレア 296,488
特定 その他物品 日本エスエルシー 288,792
特定 その他物品 チヨダサイエンス 273,447
特定 その他物品 オリックス 263,472
特定 委託 ＰＵＣ 243,000
特定 その他物品 オリックス自動車 242,784
特定 その他物品 南江堂 206,016
特定 委託 あさひ法律事務所　弁護士　畑井研吾 162,000
特定 委託 エスアールエル 162,000
特定 委託 日本アイソトープ協会 145,800
特定 委託 同友会 139,320
特定 その他物品 オリエンタル酵母工業 115,318
特定 その他物品 三井住友ファイナンス＆リース 81,768
競争 委託 オール商会 165,024,000
競争 その他物品 文光堂書店 定価の12％引き
競争 委託 協栄 148,392,000
競争 その他物品 日立キャピタル 65,622,960
競争 その他物品 日立キャピタル 52,675,920
競争 委託 ニュービルメン協同組合 30,780,000
競争 委託 東明サイエンス 22,896,000
競争 その他物品 東明サイエンス 18,144,000

77 明細書の翻訳委託
78 アイソレーター用マーモセットケージの購入

76 個人番号（マイナンバー）記載帳票の印刷及び発送業務委託

84 マウス・モルモットの購入
85 マウスの購入

82 解析ソフトＪＭＰ使用許諾契約
83 知的財産活用コンサルティング業務委託

79 エネルギー管理委託
80 顕微鏡レンズシステム外4点の賃借
81 東京都医学総合研究所公式ホームページサーバー保守管理委託

90 ネットワーク脆弱性診断における再現確認診断委託

87 マウス・ラットの購入
88 マウス外10点の購入
89 N棟RI系統排風機保守点検委託

86 アーティクル・オン・デマンド(PPV)の購入

94 共焦点レーザー顕微鏡の賃借(再リース)

95 ツパイ検査飼育および輸送委託
96 RI廃棄物廃棄業務委託

91 マウスの購入
92 ソフトウェアの購入
93 マウス外9点の購入

102 放射性物質の購入

99 飼料の購入
100 税務顧問委嘱契約
101 マウスの購入

97 給与改定等に伴う給与システム改修委託

98 S棟ボイラー修繕

106 AXIOLEｴﾝﾄﾘｰﾓﾃﾞﾙ1000外1点の購入
107 マウス外9点の購入

103 災害用備蓄品（食料品及び飲料水）の購入

104 ネットワーク脆弱性診断委託その２
105 ラット外8点の購入

111 マウスの購入
112 高スクロース飼料外２点の購入
113 マウスの購入

108 プリペイド・トランザクション(PPV)の購入

109 初代キメラ肝細胞培養ｷｯﾄ(47 )の購入
110 放射線被曝線量測定業務委託

117 マウス・ラット・ウサギの購入
118 ﾄﾗﾝｽｼﾞｪﾆｯｸｳｻｷﾞF1交配委託

114 行動科学研究装置外1点の賃借
115 マウス外6点の購入
116 回転式ヘルメットの購入

122 研究用試薬の購入
123 血小板凝集能測定装置外1点の賃借
124 固有管理職給与の計算方法変更に伴う給与システム改修委託

119 新聞（朝日新聞外3点）の購読
120 マウスの購入
121 マウスの購入

128 全脂質中脂肪分画検査委託
129 RI廃棄物廃棄業務委託
130 特殊健康診断委託（単価契約）

125 自動車の賃借（再リース）
126 洋雑誌の購入及び電子ジャーナルの閲覧利用

127 不正行為等に係る相談・告発の受付窓口業務の委託（単価契約）

134 和雑誌（実験医学外54点）の購読（概算契約）

135 動物飼育管理業務委託
136 シート照明顕微鏡システムの賃借

131 ラット外5点の購入
132 ローター外3点の賃借
133 建物管理業務委託

140 マーモセット用飼育ケージ外1点の購入

137 細胞外フラックスアナライザー外１点の賃借

138 建物清掃業務委託
139 次世代シーケンスペアエンド解析委託



４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

競争 委託 池田理化 13,929,840
競争 委託 同友会 10,709,280
競争 その他物品 千代田 9,537,990
競争 その他物品 映像システム 7,902,360
競争 その他物品 和科盛商会 7,560,000
競争 委託 池田理化 5,988,600
競争 その他物品 和科盛商会 5,443,200
競争 委託 バイオシス 5,386,500
競争 委託 池田理化 4,427,460
競争 その他物品 カーク 4,050,000
競争 委託 野沢園 3,758,400
競争 その他物品 アズサイエンス 3,626,000
競争 その他物品 高信化学 3,499,956
競争 委託 日本施設 3,311,280
競争 委託 高嶺清掃 3,240,000
競争 委託 池田理化 3,240,000
競争 その他物品 池田理化 3,231,241
競争 その他物品 和科盛商会 3,068,000
競争 委託 サン・ウッド環境 3,007,800
競争 委託 和科盛商会 2,894,400
競争 その他物品 エキシジェン 2,829,600
競争 その他物品 東明サイエンス 2,643,840
競争 委託 佐川急便 2,592,000
競争 委託 和科盛商会 2,592,000
競争 その他物品 バイオシス 2,556,878
競争 その他物品 ＡＩＴ 2,512,512

件数 金額

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）スリーエス・ジャパン 39,960,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他物品
オリエンタル酵母工業

（株）
23,328,000

当該製品は１梱包が約１㎥であり、１回あたりの配送量が多くなると大型トラックでの配送が必要となる。当研究所では１回
当たり数十梱包の床敷を発注するため、代理店での販売、配送が困難であることから製造販売業者からの直接販売、配
送での対応しかできない。
従って、製造販売業者であるオリエンタル酵母工業（株）を特命する。

No. 契約件名

2 床敷（パルソフト）の購入

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

特命理由

1

非公表案件
〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件
〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件

前臨床試験用GMP製剤作製及び
品質試験の準備について

これまで研究してきたＨ５Ｎ１インフルエンザウイルスＨＡ遺伝子組換えワクシニアワクチンＤＩｓ株の実余暇に向け、ワクチ
ンシードロット（ＶＳＬ）を構築する。ワクシニアウイルスを使った遺伝子組換えワクチン製造技術を有する企業は国内には
存在しておらず、海外のＣＭＯに委託製造するしか方法がない。ＧＭＰ対応の遺伝子組換えワクシニアワクチンを製造で
きるＣＭＯは世界で一社しかなく、この唯一のＣＭＯの代理店がスリーエスジャパンであるため、特命する。

141 質量分析装置保守点検委託
142 一般・特別定期健康診断委託（単価契約）

146 共焦点レーザー顕微鏡保守点検委託
147 自動磁気細胞分離装置の購入
148 メタボローム解析業務委託

143 液体窒素外４点の購入
144 プロジェクター外1点の購入
145 自動細胞解析装置用レーザー(増設)の購入

152 遺伝子導入装置の購入
153 マルチモードプレートリーダーの購入
154 排水処理設備保守点検業務委託（単価契約）

149 高圧蒸気滅菌装置外3点保守点検委託

150 24chカスタマイズ電極の購入
151 緑地保守管理業務委託

158 インキュベーターシェーカー外3点の購入

159 感染性廃棄物収集運搬委託（単価契約）

160 自動細胞解析装置保守点検委託

155 一般廃棄物処理委託

166
165
164 超解像顕微鏡システム保守点検委託

密閉式超音波破砕装置の購入
ソフトウェアの購入

161 クロマトグラフィーシステム外2点の購入

162 試薬(Ion AmpliSeq Library Kit 2.0)の購入

163 東京ティーンコホート調査に係る検体回収運搬委託（単価契約）

156 安全キャビネット保守点検委託
157 白衣外200点の購入



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他物品
紀伊國屋書店

（株）
19,430,394

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他物品 日本クレア（株） 18,727,000

ＲＩ滅菌飼料「３０ｋＧｙ　ＣＥ－２」及びマーモセット用飼料「ＣＭＳ－１Ｍ」は上記業者の製品であり、これらの製品は
日本クレア（株）が直接販売のみを行っている。
よって、日本クレア（株）を特命する。

4 RI滅菌飼料外1点の購入

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

特命理由
本案件は、購入予定の洋雑誌・オンラインジャーナルを５社に見積もり依頼し、それぞれの洋雑誌の冊子・オンライ
ンジャーナル、電子ジャーナルに対してタイトルごとに一番安価な価格を提示した社に振り分けて契約をしている。
紀伊国屋書店（株）は５３タイトルについて一番安価な金額を提示したため、その分について、契約した。事前に見
積もり競争はしているが、契約原義上は１社契約のため特定契約に分類される。

No. 契約件名

3
洋雑誌の購入及び電子ジャーナル

の閲覧利用



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 富士ゼロックス（株） 9,953,928

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ＷＤＢ（株） 9,043,399

必要とする人員は、本業務内容(がん等の機能解析による診断・治療法の開発)に熟知し、さらに秘密保持等の確保
に信頼できる者である。ＷＤＢ（株）は平成２７年度もがん総合的高次研究で別に人員派遣契約しているなど、今回
の業務内容や必要とする人員の条件についても把握している。別の業者に同様の人員を依頼しても、速やかに業
務に精通した人材を確保することが難しい。
よって、本業務に必要な人材の条件を熟知しており、提供することが可能なWDB（株）を特命する。

複写機は、メーカー毎に独自に開発製造されているものであり、保守にあたっては、それぞれの機器に精通した高
度で固有の技術が不可欠である。また、メーカーの保証する機器の安定稼働を確保するにあたっては、同メーカー
から供給された純正部品を使用し、適切な保守を行う必要がある。
当契約のサービスの対象としている複写機は当研究所の所有する備品であり、平成２８年度においても継続して使
用する。とりわけ、図書室、解析室、機器室３Ａに設置された機器については使用量把握等のためカードシステムと
連動しており、既存の機器を使用することが入替えコスト及び環境面等勘案した上で効率的である。
こうした中で、富士ゼロックス株式会社は、対象複写機のメーカーとして、当サービスについて専門的な知識及び技
術を有し、純正部品の調達が可能な唯一の業者である。
よって、上記業者を特命する。

No. 契約件名

6
人材派遣（がん総合的高次研究2　検

査）

特命理由

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

5 複写サービスに関する契約（単価契約）



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他物品
日立キャピタル

（株）
8,571,216

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ＷＤＢ（株） 6,175,000

必要とする人員は、本業務内容(がん等の機能解析による診断・治療法の開発)に熟知し、さらに秘密保持等の確保
に信頼できる者である。ＷＤＢ（株）は平成２７年度もがん総合的高次研究で別に人員派遣契約しているなど、今回
の業務内容や必要とする人員の条件についても把握している。別の業者に同様の人員を依頼しても、速やかに業
務に精通した人材を確保することが難しい。
よって、本業務に必要な人材の条件を熟知しており、提供可能なWDB（株）を特命する。

日立キャピタル（株）は、平成27年4月1日から平成28年3月31日まで賃借契約をしている業者である。継続して同一
業者と契約したほうが、経済的に搬入据付など有利であり安定的に使用できるため、日立キャピタル（株）を特命す
る。

No. 契約件名

8
人材派遣契約（がん総合高次研究

芝崎）

特命理由

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

7 走査電子顕微鏡外52点の賃借



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他物品
エルゼビア・ビー・

ブイ
6,131,635

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 （株）ＰＵＣ 5,917,320

１　（株）ＰＵＣは、平成16年度に当財団の給与システムを開発し、その仕組みを十分に熟知しており、給与計算処
理が円滑に行われている。また、給与計算に事故が生じた場合でも適切な対応が可能である。
（２）　（株）ＰＵＣは、本システム導入後の平成17年度以降も、当財団の給与計算処理を受託しているが、都の制度
改正等に迅速に対応しており、適切に履行している。
（３）　（株）ＰＵＣは、東京都水道局、教育庁のほか、財団法人東京都保健福祉財団、財団法人東京都スポーツ文
化事業団、社会福祉法人東京都社会福祉事業団、首都大学東京の給与計算業務等を受託しているため、安定的
な履行が期待でき、また、東京都の給与情報を迅速に入手できている。
このような状況から、当財団の給与システムを開発し引き続き維持している株式会社ＰＵＣを特命し、随意契約する
ことで、当財団の給与計算処理を円滑に進めることができる。

本案件は、購入予定の洋雑誌・オンラインジャーナルを５社に見積もり依頼し、それぞれの洋雑誌の冊子・オンライ
ンジャーナル、電子ジャーナルに対してタイトルごとに一番安価な価格を提示した社に振り分けて契約をしている。
エルゼビア・ビー・ブイは１３タイトルについて一番安価な金額を提示したため、その分について、契約した。事前に
見積もり競争はしているが、契約原義上は１社契約のため特定契約に分類される。

No. 契約件名

10 電子計算機による給与計算処理委託

特命理由

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

9
洋雑誌の購入及び電子ジャーナル

の閲覧利用



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ビッツ（株） 5,832,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アドバンテック（株） 5,612,026

必要とする人員は、本業務内容（感染制御プロジェクトに必要な単クーロン抗体作製等）に熟知し、さらに秘密保持
等の確保に信頼できる者である。アドバンテック（株）は27年度も新型インフルエンザ治療薬開発等で別に人員派遣
契約しているなど、今回の業務内容や必要とする人員の条件についても把握している。また、別の業者に同様の人
員を依頼しても、速やかに業務に精通した人材を確保することが難しい。
よって、本業務に必要な人材の条件を熟知し、提供可能なアドバンテック（株）を特命する。

本件では、次世代シーケンサを利用して得られたデータを基に再構成したツパイゲノムを対象に遺伝子アノテー
ションを実施し、その成果を公開するブラウザを構築して一般研究者に提供することを目的としている。従って、遺
伝子解析及びゲノム解析アルゴリズムを活用する技術に加えて、分子生物学一般に関する知識を有する技術者が
業務を担当する必要がある。さらに、利用者にとって利便性の高いブラウザを構築するため、研究者向けWebデザ
イン、ネットワークプログラミング等に熟練した技術者の参画が必要である。
ビッツ株式会社は、国立遺伝学研究所・先端ゲノミクス推進センター (旧DNAシーケンシングセンター)、国立感染症
研究所、国立国際医療研究センター、製品評価技術基盤機構(NITE)、横浜市立大学、かずさDNA研究所等にお
いて、ブラウザ構築を受託提供しており、上記の条件を満たす技術者を多数確保している。また、当業者は今年
度、ツパイの発現RNA配列のマッピング・発現・アノテーション・転写配列同定を当研究所から受託解析した実績が
あり、本件はそこで得られた解析データを中心にブラウザを構築する。そのため、当業者だけが解析結果データの
詳細を把握し、当該データとの整合性を確保したブラウザ構築が可能である。よって、当業者を特命する。

No. 契約件名

12
人材派遣契約（感染制御プロジェク

ト　小原）

特命理由

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

11 ツパイゲノムブラウザ構築委託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
三協ラボサービス

（株）
4,964,263

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 日本電技（株） 4,946,400

空調用自動制御装置は、メーカー毎に独自に開発製造されているものであり、修繕にあたっては、それぞれの製品
に精通した高度で固有の技術が不可欠である。
当研究所に設置されている空調用自動制御装置は、アズビル株式会社（旧株式会社山武）の製品である。そして、
当該装置の通信機器系統や自動制御機器系統は、密接に連携し、同社製の中央監視装置で一括監視制御され
ている。そのため、アズビル株式会社の保証する機器の安定稼働及び連動を確保するにあたっては、同メーカーか
ら供給された純正部品を使用し、適切な修繕を行う必要がある。
日本電技株式会社は、当研究所の自動空調制御装置を納入施工した業者であり、別添の特約店証明書のとおり、
専門的な知識及び技術を有し、メーカーからの純正部品の調達が可能な、当修繕に関する唯一の代理店である。
よって、上記業者を特命する。

必要とする人員は、本業務内容（飼育管理委託：マカク・マーモセットの飼育管理業務）を熟知し、さらに秘密保持
等の確保に信頼できる者である。三協ラボサービス（株）は官公庁関連施設・大学・民間企業等で大動物の飼育管
理を行った経験があり、別の業者に同様の人員を依頼しても、速やかに業務に精通した人材を確保することが難し
い。
よって、本業務に必要な人材の条件を熟知し、提供可能な三協ラボサービス（株）を特命する。

No. 契約件名

14
N棟4階SPF及び準SPF飼育室空調
自動制御装置VAV・CAV廻り修繕

特命理由

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

13 人材派遣（多屋　研究）



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 アドバンテック（株） 4,928,836

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
（株）アバンティス

タッフ
4,899,690

必要とする人員は、当研究所心の健康プロジェクトでの業務内容に熟知し、また、プロジェクト内で使用している
データ解析システム等を容易に扱え、また、秘密保持等の確保に信頼できる者である。別の業者に同様の人員を
依頼しても、業務に慣れるまでに時間がかかり、良好な履行確保が難しい。（株）アバンティスタッフは平成26年度か
ら心の健康プロジェクトに人材を派遣しているなど、業務に必要な人員を確保しているので、依頼するのが最適であ
る。
よって（株）アバンティスタッフを特命する。

必要とする人員は、本業務内容(がん等の機能解析による診断・治療法の開発)に熟知し、さらに秘密保持等の確保
に信頼できる者である。アドバンテック（株)は平成２６年度もがん総合的高次研究で別に人員派遣契約しているな
ど、今回の業務内容や必要とする人員の条件についても把握している。別の業者に同様の人員を依頼しても、速や
かに業務に精通した人材の確保が難しい。
よって、本業務に必要な人材の条件を熟知しており、提供することが可能なアドバンテック（株）を特命する。

No. 契約件名

16 人材派遣契約（心の健康）

特命理由

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

15
人材派遣契約（がん総合的高次研

究　芝崎２）



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他物品
フクダニューロテッ

ク（株）
4,876,416

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
（株）日本医化器

械製作所
4,752,000

当該保守対象設備は株式会社日本医化器械製作所製であり、かつ納入施工業者である。
当該特命業者は、同社製品であるため設備内容をよく熟知しており、保守点検に必要な優れた技術及び円滑な部
品供給体制は当業者だけが有している。
よって、株式会社日本医化器械製作所を特命する。

本製品はフクダニューロテック（株）の製品であり、直接販売しか行っていない。
よって本製品は他の業者から購入することができないため。

No. 契約件名

18
遺伝子組換え拡散防止装置保守

点検委託

特命理由

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

17
デジタル脳波計アンプモジュール

外2点の購入



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 清泉監査法人 3,780,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 ダイキン工業（株） 3,672,000

パッケージ形空気調和機は、メーカー各社ごとに特殊性があるため、その点検に当たっては、当該機器の構造及び
機能の細部にまで、技術的に対応しうる知識を有する業者の選定が不可欠である。また、当該機器メーカーの保証
する機器の安定稼働確保のため、メーカーから供給された純正部品を使用し、適切な保守を行っていく必要があ
る。さらに、当研究所においては、平成25年度に同空調室外機を出火元とした火災が発生しているため、一層万全
を期した維持管理が求められる。
ダイキン工業株式会社は、当該機器メーカーとして、独自の点検ソフトを用いた正確な運転データを収集し、純正
部品の調達を前提とした保全提案を行うことが可能な唯一の業者である。
よって、上記業者を特命する。
なお、業者の特命については項番７の金額により、公益財団法人東京都医学総合研究所指名業者選定委員会要
綱第2条の(1)に基づき、指名業者選定委員会への付議を省略する。

外部監査は、法人財務会計状況が適正であるか、公認会計士により監査確認するもので、公益法人認定の際の必
須条件である。公益法人会計は平成20年度にその基準が改正されており、運用方針及び実務解釈に通暁した監
査法人または公認会計士に業務を委託しなければ、適切な会計監査は困難である。よって公益財団法人東京都医
学総合研究所財務規定44条（１）に基づく随意契約とする。
なお、公益法人会計に通暁した監査法人として、下記のとおり例示する。
公益法人会計基準の運営指針（平成20年度基準）を踏まえ、公益財団法人向け会計実務研修を複数回行うまたは
講師を務める等の実績があるもの。国または地方公共団体（公益法人）に対して外部監査を行った実績のあるも
の。
また、公益法人として認可された平成24年度契約の際、清泉監査法人と見積もり合わせにより契約を締結しており、
会計処理の整合性を守るため、引き続き特命して、清泉監査法人と契約する。

No. 契約件名

20 パッケージ形空気調和機点検委託

特命理由

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

19 外部監査委託



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
ADACHI-ORESKI

CONSULTING
JOINT VENTURE

3,300,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
（公財）実験動物

中央研究所
3,158,352

動物飼育施設では、再現性の高い解析制度に優れた動物実験を行うことができるように、施設で飼育されている動
物の病原微生物感染症検査を定期的に行う必要がある。
（公財）実験動物中央研究所は、ＩＣＬＡＳ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｕｎｃｉｌ for Labboratory  Animal  Science:国際実験動
物学会議）の指定を受けた国内唯一の検査機関であり、国内における実験動物の感染症情報の提供や対処法な
どについて指導を受けている。実験動物の微生物検査を請け負う機関は他にもあるが、検査項目が限定されてお
り、当施設の要望に対応できない。　　　以上の理由から、（公財）実験動物中央研究所を受託者として選定し、契
約する。

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

21 発明特許関連調査業務委託

■ 　足立氏の実績について
製薬、バイオテクノロジー、診断法、医療機器などの厚生科学関連発明の特許取得、マーケティング、ライセンシン
グに関わる技術管理者として、15年間アルバータ大学の技術移転組織で技術移転活動を行ってきた。この期間、
技術移転グループは、200件以上の商用ライセンスを締結し、70社以上のスピンオフ会社を設立した（うち８社は上
場会社）。アルバータ大学は、これらのスピンオフ会社の5000万ドル相当の株式を有し、さまざまなライセンスからの
3000万ドルを超えるロイヤルティ支払を受けている。
2009年までは、TEC Edmoton（アルバータ大学とエドモントン経済振興公社とのジョイントベンチャー）の技術移転
ディレクターを務めた。
アルバータ大学ILOに参加する前は、研究管理者として製薬産業に7年間勤務し、Janus Parmaceuticals社（カンザ
スを拠点とするエドモントンのバイオベンチャー企業）の副社長、SynPhar 研究所（大鵬薬品との合弁企業）の生化
学分野における技術移転責任者と経営メンバーを経験している。
その他、米国の技術移転協会（AUTM）,ライセンス協会（LES）のメンバーとして、数多くの技術移転に関する講演を
行っている。

現在、カナダのエドモントンにおいて、技術移転コンサルタント事業を行っており、日本についていえば、東大TLO
及び関西TLOとライセンスアドバイザー契約を結び、米国へのライセンスの折には、斡旋や交渉のみならず、米国
における技術移転のノウハウについて教授している。

■ 当財団における実績
当財団は、主に外国におけるライセンス活動を開始するため、平成23年度後半より上記の事務所に顧客開拓及び
マーケティング活動を委託している。
当財団の要望に対し、上記２の事務所は、技術の動向や産業構造を迅速に把握し専門的見地から的確に判断を
行い、実用化が可能な相手方企業を選定した上、当該発明を英語により直接企業に紹介し、興味を示してもらうよう
頻繁に話合いの場を設け、ライセンス交渉及び契約まで事細かな折衝を行った。
その結果、平成25年度には、大手の外国企業１社とライセンス契約を締結するに至り、平成27年度にも大手の外国
企業１社とライセンス契約条件の変更に成功した。現在も複数の知的財産活用に関するライセンス活動を行ってい
る。次年度は、当財団に対してさらなる貢献が期待できる。

また、本件は継続業務であり、発明内容については秘密保持が強く求められるため、毎年複数の事務所に特許出
願内容を説明し、業務遂行能力の有無を確認したうえで見積書等を徴収することは、業務の性質上なじまない。

以上の理由により、上記を特命する。

No. 契約件名

22
動物の病原微生物感染症の検査

委託

22



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
（公財）実験動物

中央研究所
3,103,920

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

その他物品
バイオリサーチセ

ンター（株）
3,240,000

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

23
動物の病原微生物感染症の検査

委託

特命理由
本製品は、バイオリサーチセンター（株）の製品であり、直接販売しか行っていない。
よって、本製品は他の業者から購入できないため。

動物飼育施設では、再現性の高い解析制度に優れた動物実験が行えるように、施設で飼育されている動物の病原
微生物感染症検査を定期的に行う必要がある。
（公財）実験動物中央研究所は、ＩＣＬＡＳ（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｕｎｃｉｌ for Labboratory  Animal  Science:国際実験動
物学会議）の指定を受けた国内唯一の検査機関であり、国内における実験動物の感染症情報の提供や対処法な
どについて指導を受けている。実験動物の微生物検査を請け負う機関は他にもあるが、検査項目が限定されてお
り、当施設の要望に対応できない。
以上の理由から、（公財）実験動物中央研究所を受託者として選定し、契約する。

No. 契約件名

24 耳音響放射測定装置の購入



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託 川本工業（株） 2,993,760

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
（株）アヴァンティス

タッフ
2,826,991

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

25 給水システム上水給水ポンプ修繕

特命理由
必要とする人員は、当研究所心の健康プロジェクトでの業務内容に熟知し、また、プロジェクト内で開発・検証を
行っていく認知症の行動心理症状ををモニタリングするオンラインシステムを容易に扱え、また秘密保持等の確保
においても信頼できる者である。8月下旬から同プログラムの業務がさらに増大し、早急に人材を確保する必要が生
じたが、他の業者に人員派遣を依頼しても、業務に慣れるまで時間がかかり、良好な履行確保が難しいという状況
である。上記業者は平成26年度から心の健康プロジェクトに人材を派遣実績があり、信頼のおける人材の確保が確
実に行える業者である。
よって（株）アバンティスタッフを特命する。

給水システムはメーカー各社ごとに特殊性があるため、適切な修繕を実施し、安定稼働を確保するに当たっては、
当設備の構造及び機能の細部にまで、技術的に対応しうる知識を有する業者の選定が不可欠である。なお、当所
の給水システムは、動物飼育施設の温湿度管理及び実験動物への給水等に使用されており、不具合発生時には
実験動物に甚大な被害が及ぶため、一層慎重な取扱いを要する。
また、メーカーの保証する設備の安定稼働を確保するため、メーカーから供給された純正部品を使用し、適切な修
繕を行う必要がある。
本件で交換の対象となる上水給水ポンプを含めた給水システムは川本工業株式会社製であるとともに、同社は当
設備の納入施工業者である。そのため、当設備全体をよく熟知しており、修繕に必要な優れた技術及び円滑な部
品供給体制は当業者だけが有している。
よって、川本工業株式会社を特命する。
なお、業者の特命については、７より公益財団法人東京都医学総合研究所指名業者選定委員会要綱第2条の(1)
に基づき、指名業者選定委員会の付議を省略する。

No. 契約件名

26 人材派遣(心の健康）



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
東京バイオマー

カー・イノベーショ
ン技術研究組合

2,700,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

委託
テンプスタッフ

（株）
2,533,275

特命理由

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

27
イムノクロマト型遺伝子増幅装置実

証版の制作業務委託

特命理由
必要とする人員は、本業務内容（感染制御プロジェクトに必要な単クーロン抗体作製及び組換えウイルス作成等）に
熟知し、さらに秘密保持等の確保に信頼できる者であり、テンプスタッフ（株）は平成28年8月1日から同年10月31日
まで、すでに同プロジェクトに人材派遣を行っている。派遣された人材は、業務遂行に優れ、派遣契約を継続して
行うことに問題がないと認められる。
よって、本プロジェクトに必要な人材を引き続き提供可能なテンプスタッフ（株）を特命する。

東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組合は、難病や不治の病の早期完治、健康増進を目的とする団体で
あり、組合に参画する企業、団体がネットワークを組み、次世代の診断技術、測定機器・医療機器開発からこれらを
評価する臨床研究の環境整備に取り組んでいる。今回は複数の高度な技術を集約する必要があり、参画者のネット
ワークにより制作に必要な技術の集約ができる唯一の団体である東京バイオマーカー・イノベーション技術研究組
合に本件業務委託を特命する。

No. 契約件名

28
人材派遣(感染制御プロジェクト

小原）


